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子会社の株式等の譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、本日（平成 19 年４月 13 日）開催の取締役会において、下記のとおり、当社グルー

プ直営ホテルに関し、当社が保有する関連子会社 14 社の全株式等の譲渡について決議しま

したのでお知らせします。 

 

記 

 
１．譲渡の理由 

「2006－2009 年度 中期経営戦略」（2006 年 1 月 31 日発表）に則り、直営ホテルに関連

する株式等の資産の譲渡を行なうもの。 

 

２．譲渡する子会社等の概要 

  別紙参照。 

 

３．譲渡の日程 

平成 19 年４月 13 日    ： 取締役会決議および譲渡契約締結 

平成 19 年６月 01 日（予定） ： 当社が保有する株式等の譲渡 

 

４．譲渡の相手先 

①名 称 ： 有限会社城山プロパティーズ 

②代 表 者 ： 山田 智明 

③所  在  地 ： 東京都江東区 

※米国モルガンスタンレーの関係会社が運営する不動産ファンドによって設立された

有限会社であり、当社との資本的および人的関係はありません。 

 

５．譲渡株式数および譲渡後の保有株式の状況 

  売却対象 14 社の全保有株式を譲渡しますので、譲渡後は当社が保有する当該 14 社の

株式はありません。 

 



６．譲渡価額 

譲渡契約金額 ： 約 2,813 億円 

 

７．当社の業績に与える影響についての今後の見通し 

 本株式等の譲渡により平成 20 年 3 月期において特別利益が発生する見込みですが、当

該期連結および個別損益への影響額については、譲渡対象株式の現時点における簿価

等について現在集計中であり、確定し次第お知らせします。 

  

８．補記 

 IHG・ANA ホテルズグループは引き続き、今次譲渡対象となる 13 ホテルを含む国内 30 ホ

テルの運営ないしフランチャイズを行なって参ります。 

 

 

＜参考＞ 

平成 18 年３月期におけるホテル事業セグメントの資産額 ： 約 1,503 億円 

  （第 56 期有価証券報告書記載） 

以 上 
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＜対象会社＞

会社名 ﾎﾃﾙ 資本金 発行済株式数 決算期 代表取締役 設立年月日 従業員数＊ 売上高（百万円） 事業内容 本店所在地

（百万円） ANA ANAHM （06.04現在） （06.03現在）

㈱ｴｰｴﾇｴｰ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ (APM) 6,450 1,290 3月31日 100% － 日出間　公敬 平成11年3月31日 0 4,783 ホテル施設の保有 東京都港区

㈱ANAﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ (ANAHM) 30 600 3月31日 100% － 日出間　公敬 平成2年3月22日 70 377 ホテル事業統括会社 東京都港区

㈱札幌全日空ﾎﾃﾙ 札幌・千歳 50 245,000 3月31日 27.35% 72.65% 尾崎　譲 昭和47年2月18日 160 4,566 ホテルの経営 北海道札幌市

㈱ｴｰｴﾇｴｰﾎﾃﾙ富山 富山 50 1,000 3月31日 － 100% 尾崎　譲 平成13年4月2日 134 3,008 ホテルの経営 富山県富山市

㈱金沢全日空ﾎﾃﾙ 金沢 50 30,000 3月31日 19% 81% 尾崎　譲 昭和63年4月2日 152 3,414 ホテルの経営 石川県金沢市

㈱ｴｰｴﾇｴｰﾎﾃﾙ成田 成田 50 1,000 3月31日 100% － 尾崎　譲 平成13年4月2日 145 2,901 ホテルの経営 千葉県成田市

㈱ｴｰｴﾇｴｰﾎﾃﾙ東京 東京 40 800 3月31日 － 100% 尾崎　譲 昭和63年10月25日 663 16,192 ホテルの経営 東京都港区

㈱ｴｰｴﾇｴｰﾎﾃﾙ品川 ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ 170 3,400 3月31日 － 100% 尾崎　譲 平成14年2月5日 167 3,310 ホテルの経営 東京都港区

㈱ANAﾎﾃﾙ大阪 大阪 50 9,800,000 3月31日 － 100% 井上　範 昭和56年9月16日 270 5,155 ホテルの経営 大阪府大阪市

㈱広島全日空ﾎﾃﾙ 広島 50 10,000,000 3月31日 － 100% 井上　範 昭和56年9月9日 258 5,039 ホテルの経営 広島県広島市

㈱博多全日空ﾎﾃﾙ 博多 50 6,400,000 3月31日 13.41% 86.59% 尾崎　譲 昭和50年3月4日 138 3,386 ホテルの経営 福岡県福岡市

沖縄全日空ﾘｿﾞｰﾄ㈱ 万座 2,600 5,200,000 3月31日 100% － 井上　範 昭和56年10月12日 214 6,168 ホテルの経営 沖縄県国頭郡恩納村

沖縄全日空ﾎﾃﾙｽﾞ㈱ ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ 30 600 3月31日 － 100% 井上　範 昭和63年8月26日 291 4,454 ホテルの経営 沖縄県那覇市

石垣全日空ﾘｿﾞｰﾄ㈱ 石垣 2,210 79,200 3月31日 100% － 井上　範 昭和62年5月22日 272 5,262 ホテルの経営 沖縄県石垣市

＊契約・嘱託を含む

＜対象資産＞

物件名 地積(㎡) 所在

千歳全日空ﾎﾃﾙ 土地 15,468.00 ﾎﾃﾙ土地 北海道千歳市

建物構築物 ﾎﾃﾙ本体建物・建物付属設備及び構築物 北海道千歳市

博多全日空ﾎﾃﾙ 土地 183.67 ﾁｬﾍﾟﾙ棟底地 福岡県福岡市

石垣全日空ﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ 土地 13,969.00 隣接土地 沖縄県石垣市

出資比率



 

≪ＡＮＡ直営ホテル一覧≫ 
 

不動産所有・賃貸 
ホテル名 開業 客室数 

土地 建物 

札幌全日空ホテル １９７４/０６ ４１２ 賃借 賃借 

千歳全日空ホテル １９９７/０５ ２８８ 所有 所有 

成田全日空ホテル １９８９/０６ ３９６ 所有※ 所有※

ＡＮＡｲﾝﾀｰコンチネンタルホテル東京 １９８６/０６ ８７３ 所有※ 所有※

ストリングスホテル東京 ２００３/０５ ２０６ 賃借 賃借 

富山全日空ホテル １９９９/０８ ２５１ 賃借 所有※

金沢全日空ホテル １９９０/０５ ２５４ 所有 所有 

大阪全日空ホテル １９８４/１０ ４９３ 賃借 賃借 

広島全日空ホテル １９８３/０９ ４０９ 所有※ 所有※

博多全日空ホテル １９７６/１２ ３５５ 所有 所有 

沖縄ハーバービューホテル １９７６/１０ ３５２ 所有 所有 

万座ビーチホテル＆リゾート １９８３/０６ ３９９ 所有 所有 

石垣全日空ホテル＆リゾート １９８８/０３ ３１７ 所有 所有 

１３ホテル合計 ５，００５

（注） 
所有 ：ＡＮＡグループ所有物件 
所有のうち、所有※は、（株）エーエ

ヌエー・プロパティ・マネジメントの

所有物件 


